外資系企業向けITセミナー

対象

外資系グループ企業の経理責任者・担当者、経営者・幹部、情報システム担当
（ご同業者の方のご参加はお断りさせて頂く場合がございます。あらかじめご了承ください）

会場

主催

オリックス品川ビル ４F
セミナールームA

日程

７月２４日（金）15：00～17:00（14:30開場）
※本セミナー中の途中退出はご遠慮いただきますよう、あらかじめご了承ください。

参加費

無料（事前登録制）

定員

先着２０名

ご注意

（定員となり次第締め切らせていただきます）

本セミナーは全て日本語にてご説明差し上げます。
講 師

株式会社ビジネス・アソシエイツ

野田

健太郎

外資系企業の会計システムは国内のローカル要件と、親会社の要求する
グローバル要件の両立が必須となります。
しかしながら、二つの要件を満たす会計システムは限られている上にほと
んどのシステムは非常に高価です。

本セミナーでは25年にわたり外資系向け会計パッケージを開発・導入して
きた弊社が、その経験とノウハウを結集した「Plaza-i」をベースに、外資系

主な内容（予定）
・外資系企業に必要な機能
・海外製パッケージに少ない日本
独特の商習慣
・親会社システムとの連携時に注
意すべきこと
など

企業が会計パッケージを選定、導入する際の注意点や導入のポイントを解

説いたします。

多数の外資系企業への導入実績を持ち、リーズナブルなコストでの導入が可能な「Plaza-i」を実機でご紹介いたします。

ＦＡＸでの申込書（ＦＡＸ番号：03-5715-3318）
所在地

〒

会社名
フリガナ

所属部署名

氏名
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

※受付完了のご連絡を差し上げます。

TEL
※ご記入いただきましたお客様の個人情報は、ご連絡並びにフォローアップのために使用させて頂きます。

お問合せ：BAセミナー事務局
〒108-0075 東京都港区港南2-5-3オリックス品川ビル４階 TEL 03-5715-3315（内線81）

WEBからのお申し込みはこちら http://www.ba-net.co.jp/seminar.html

IT Seminar

Accountants, managers, executives and system administrators in charge of foreign-affiliated

For ： group companies

* Persons in a similar profession may be denied access to seminar.

Venue :

Business Associates K. K.

Sponsor:

Business Associates K. K.

ORIX Shinagawa Building ４F Seminar room A
Date/Time : July 24, 2015(Fri.) 15：00-17:00（open at 14:30 ）
*Please refrain from leaving early during the seminar.

Participation fee ：
Capacity :

２０

Free

（ Preregistration is required. ）

（ We will stop accepting applications once all the places are taken. ）

Japanese

Language：

Lecturer

An accounting system for foreign affiliated companies must meet
global requirements of their parent companies as well as domestic
requirements. Such an accounting system is, however, hard to come by
and they are often very expensive.
This seminar will be based around the Plaza-i solution that we have
been developing with the knowledge and experience acquired through
creating accounting package systems for foreign affiliated companies
for the past 25 years. We will explain important points to be noted as
well as keys for implementation when foreign affiliated companies
choose to implement an accounting package.

Business Associates K. K.

Kentaro Noda

Main Contents（ Tentative ）
・Functions necessary for the
foreign affiliated companies
・Functions of Japanese business
practices which are rarely found in a
package made in foreign countries
・Things to be mindful of in data
coordination with parent company’s
system, etc.

"Plaza-i" has an implementation track record amongst numerous foreign affiliated companies, and it is capable
of implementation at reasonable cost.
Application Form by ＦＡＸ（ＦＡＸ：03-5715-3318）
Address

〒

Company
Name
Department
Name
E-Mail

※We will send a confirmation e-mail.

TEL
※Your information will be used only for contact from us, and will never be disclosed to third parties.

Contact Information：Business Associates Seminar Administration
〒108-0075 ORIX Shinagawa Bldg.4F, 2-5-3 Konan, Minato-ku, Tokyo. TEL 03-5715-3315（Ext:81）

Application from WEB⇒ http://www.ba-net.co.jp/seminar.html

